
 

(財)財務会計基準機構会員  

 平成１８年１２月期   個別中間財務諸表の概要    平成１８年８月２２日 
 
  上 場 会 社 名 多 木 化 学 株 式 会 社          上場取引所     大阪第１部・福岡 
  コ ー ド 番 号 ４０２５                            本社所在都道府県 兵庫県 
  (ＵＲＬ http://www.takichem.co.jp/) 
  代 表 者  役職名  取締役社長  氏名  多木 隆元 
  問 合 せ 先 責 任 者  役職名  専務取締役  氏名  宮崎 秀雄     ＴＥＬ （０７９）４３７－６００２ 
  決算取締役会開催日   平成18年 8月22日               

単元株制度採用の有無  有(１単元 1,000株)  
  １．１８年６月中間期の業績（平成18年1月1日～平成18年6月30日） 

  (1)経営成績                              (注)百万円未満を切捨表示している。 

 

 

 
売 上 高 営業利益 経常利益 

             百万円  ％            百万円  ％             百万円  ％ 

 18年6月中間期        10,760   (    1.2)          855   (△ 13.6)           886   (△ 11.7) 

 17年6月中間期        10,634   (    3.5)          989   (   14.1)         1,003   (   12.7) 

 17年12月期        20,136         1,286         1,200 
 
 １ 株 当 た り         

 

 
中間(当期)純利益 

中間(当期)純利益 

               百万円   ％                円   銭 

 18年6月中間期            554   (△ 11.5)          24   03  

 17年6月中間期            626   (   12.6)          26   76 

 17年12月期           755          31   58 

   (注)①期中平均株式数 18年6月中間期 23,055,360 株  17年6月中間期 23,400,159 株 
                           17年12月期   23,295,449 株 

②会計処理の方法の変更 無 

          ③売上高、営業利益、経常利益、中間(当期)純利益におけるパーセント表示は、対前年中間期増減率 
 

  (2)財政状態  

 １ 株 当 た り         

 

 
総 資 産         純 資 産 自 己 資 本 比 率 

純 資 産 

            百万円             百万円                 ％           円    銭 

 18年6月中間期       35,467       15,580         43.9        675    82 

 17年6月中間期       31,885       13,047         40.9        560    69 

 17年12月期       33,569       15,369         45.8        658    92 

   (注)①期末発行済株式数 18年6月中間期 23,054,962 株  17年6月中間期 23,269,605 株 
                            17年12月期   23,055,954 株 
     ②期末自己株式数  18年6月中間期 591,962 株  17年6月中間期 377,319 株 

               17年12月期   590,970 株 

  ２．１８年１２月期の業績予想（平成18年1月1日～平成18年12月31日）  

 

 

 
売 上 高      経 常 利 益      当期純利益      

           百万円          百万円          百万円

   通 期    20,200     1,100       750 

    (参考)１株当たり予想当期純利益(通期) 31 円 66 銭 

  ３．配当状況 

・現金配当 １株当たり配当金（円） 

 期末 年間 

17年12月期 10.00  10.00 

18年12月期（実績）   －  

18年12月期（予想） 10.00  10.00 
 

 (注)  18年12月期の業績予想につきましては、様々な不確定要素が内在しており、実際の業績は上記金額と異なる可能性

があります。なお、上記業績予想に関連する事項につきましては、添付資料 連7ページを参照してください。
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［１］中間財務諸表等 

(1)中間貸借対照表 

  前中間会計期間末 
（平成17年６月30日）

当中間会計期間末 
（平成18年６月30日）

前事業年度の要約貸借対照表
（平成17年12月31日） 

区分 注記 
番号 金額（百万円） 構成比

（％） 金額（百万円） 構成比
（％） 金額（百万円） 構成比

（％）

（資産の部）           

Ⅰ 流動資産   

１．現金及び預金  1,651 1,539 1,246

２．受取手形  2,299 2,317 1,756

３．売掛金  6,197 6,295 4,641

４．たな卸資産  2,700 3,041 3,193

５．繰延税金資産  295 232 282

６．短期貸付金  885 614 746

７．その他  248 188 239

貸倒引当金  △116 △154 △142

流動資産合計   14,164 44.4 14,075 39.7 11,963 35.6

Ⅱ 固定資産   

１．有形固定資産 (＊1,2)  

(1）建物  4,712 4,497 4,616

(2）機械及び装置  2,046 1,997 2,106

(3）土地  2,810 2,854 2,810

(4）その他  906 941 878

有形固定資産合計  10,475 10,292 10,411

２．無形固定資産  413 333 381

３．投資その他の資産   

(1）投資有価証券 (＊2) 6,316 10,273 10,319

(2）その他  547 511 507

貸倒引当金  △31 △19 △14

投資その他の資産合計  6,832 10,766 10,812

固定資産合計   17,721 55.6 21,392 60.3 21,605 64.4

資産合計   31,885 100.0 35,467 100.0 33,569 100.0
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  前中間会計期間末 
（平成17年６月30日）

当中間会計期間末 
（平成18年６月30日）

前事業年度の要約貸借対照表
（平成17年12月31日） 

区分 注記 
番号 金額（百万円） 構成比

（％） 金額（百万円） 構成比
（％） 金額（百万円） 構成比

（％）

（負債の部）           

Ⅰ 流動負債   

１．買掛金  3,113 3,306 3,333

２．短期借入金 (＊2) 3,648 3,523 1,630

３．未払金  1,026 1,025 1,122

４．未払法人税等  380 349 291

５．その他  1,070 1,223 913

流動負債合計   9,240 29.0 9,428 26.6 7,291 21.7

Ⅱ 固定負債   

１．長期借入金 (＊2) 421 260 340

２．繰延税金負債  1,231 2,674 2,783

３．退職給付引当金  2,119 2,169 2,158

４．役員退職給与引当金  289 322 304

５．預り保証金 (＊2) 5,536 5,031 5,320

固定負債合計   9,598 30.1 10,458 29.5 10,907 32.5

負債合計   18,838 59.1 19,886 56.1 18,199 54.2

   

（資本の部）   

Ⅰ 資本金   2,147 6.7 － － 2,147 6.4

Ⅱ 資本剰余金   

１．資本準備金  1,217 － 1,217

２．その他資本剰余金  0 － 0

資本剰余金合計   1,217 3.8 － － 1,217 3.6

Ⅲ 利益剰余金   

１．利益準備金  368 － 368

２．任意積立金  6,255 － 6,255

３．中間(当期)未処分利 
益  1,006 － 1,135

利益剰余金合計   7,630 24.0 － － 7,759 23.1

Ⅳ その他有価証券評価差
額金   2,198 6.9 － － 4,509 13.5

Ⅴ 自己株式   △146 △0.5 － － △264 △0.8

資本合計   13,047 40.9 － － 15,369 45.8

負債・資本合計   31,885 100.0 － － 33,569 100.0
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前中間会計期間末 

（平成17年６月30日）
当中間会計期間末 

（平成18年６月30日）
前事業年度の要約貸借対照表

（平成17年12月31日） 

区分 注記 
番号 金額（百万円） 構成比

（％） 金額（百万円） 構成比
（％） 金額（百万円） 構成比

（％）

（純資産の部）   

Ⅰ 株主資本   

１．資本金   － － 2,147 6.1 － －

２．資本剰余金   

(1）資本準備金  － 1,217 －

(2）その他資本剰余金  － 0 －

資本剰余金合計   － － 1,217 3.4 － －

３．利益剰余金   

(1）利益剰余金  － 368 －

(2）その他利益剰余金   

固定資産圧縮積立金  － 1,069 －

特別償却準備金  － 21 －

配当平均積立金  － 300 －

別途積立金  － 5,337 －

繰越利益剰余金  － 967 －

利益剰余金合計   － － 8,063 22.7 － －

４．自己株式   － － △265 △0.7 － －

株主資本合計   － － 11,162 31.5 － －

      

Ⅱ 評価・換算差額等   

１．その他有価証券評価額金   － 4,417 －

評価・換算差額等合計   － － 4,417 12.4 － －

   

純資産合計   － － 15,580 43.9 － －

負債純資産合計   － － 35,467 100.0 － －
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(2)中間損益計算書 

  
前中間会計期間 

（自 平成17年１月１日
至 平成17年６月30日）

当中間会計期間 
（自 平成18年１月１日
至 平成18年６月30日）

前事業年度の要約損益計算書
（自 平成17年１月１日 
至 平成17年12月31日）

区分 注記 
番号 金額（百万円） 百分比

（％） 金額（百万円） 百分比
（％） 金額（百万円） 百分比

（％）

Ⅰ 売上高   10,634 100.0 10,760 100.0 20,136 100.0

Ⅱ 売上原価   7,232 68.0 7,483 69.6 14,107 70.1

売上総利益   3,401 32.0 3,276 30.4 6,028 29.9

Ⅲ 販売費及び一般管理費   2,412 22.7 2,420 22.5 4,741 23.5

営業利益   989 9.3 855 7.9 1,286 6.4

Ⅳ 営業外収益 (＊1)  85 0.8 116 1.1 133 0.7

Ⅴ 営業外費用 (＊2)  71 0.7 85 0.8 219 1.1

経常利益   1,003 9.4 886 8.2 1,200 6.0

税引前中間（当期）純
利益   1,003 9.4 886 8.2 1,200 6.0

法人税、住民税及び事
業税  360 329 441

法人税等調整額  17 377 3.5 2 331 3.1 3 444 2.2

中間（当期）純利益   626 5.9 554 5.1 755 3.8

前期繰越利益   379 － 379

中間(当期)未処分利
益   1,006 － 1,135
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(3)中間株主資本等変動計算書 

当中間会計期間（自 平成18年1月1日 至 平成18年6月30日） 

 株主資本 

 資本金 資本剰余金 利益剰余金 
自己 
株式

  その他利益剰余金 
 

  

資本 
準備金 

その他   
資本 

剰余金 

資本 
剰余金
合計 

利益 
準備金 固定 

資産 
圧縮 

積立金

特別 
償却 

準備金

配当 
平均 

積立金

別途 
積立金

繰越 
利益 

剰余金

利益 
剰余金
合計 

 

株主 
資本 
合計 

平成17年12月31日 残高 
（百万円） 

2,147 1,217 － 1,217 368 1,091 27 300 4,837 1,135 7,759 △264 10,859

中間会計期間中の変動額      

固定資産圧縮積立金の取崩し      △22 22 －

特別償却準備金の取崩し      △5 5 －

別途積立金の積立て      500 △500 －

剰余金の配当      △230 △230 △230

利益処分による役員賞与      △20 △20 △20

中間純利益      554 554 554

自己株式の取得      △0 △0

株主資本以外の項目の中間会
計期間中の変動額(純額) 

     

中間会計期間中の変動額合計
(百万円) 

－ － － － － △22 △5 － 500 △168 303 △0 302

平成18年6月30日 残高 
（百万円） 

2,147 1,217 － 1,217 368 1,069 21 300 5,337 967 8,063 △265 11,162

 

 評価・換算差額等 

 
その他有価証券

評価差額金 
評価・換算差額等

純資産合計

平成17年12月31日 残高 
（百万円） 

4,509 4,509 15,369

中間会計期間中の変動額  

固定資産圧縮積立金の取崩し  －

特別償却準備金の取崩し  －

別途積立金の積立て  －

剰余金の配当  △230

利益処分による役員賞与  △20

中間純利益  554

自己株式の取得  △0

株主資本以外の項目の中間会
計期間中の変動額(純額) 

△91 △91 △91

中間会計期間中の変動額合計
(百万円) 

△91 △91 210

平成18年6月30日 残高 
（百万円） 

4,417 4,417 15,580
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中間財務諸表作成の基本となる重要な事項 

前中間会計期間 
（自 平成17年１月１日 
至 平成17年６月30日） 

当中間会計期間 
（自 平成18年１月１日 
至 平成18年６月30日） 

前事業年度 
（自 平成17年１月１日 
至 平成17年12月31日） 

１．資産の評価基準及び評価方法 １．資産の評価基準及び評価方法 １．資産の評価基準及び評価方法 

(1）有価証券 (1）有価証券 (1）有価証券 

① 子会社株式及び関連会社株

式 

① 子会社株式及び関連会社株

式 

① 子会社株式及び関連会社株

式 

移動平均法による原価法 同左 同左 

② その他有価証券 ② その他有価証券 ② その他有価証券 

(イ)時価のあるもの (イ)時価のあるもの (イ)時価のあるもの 

 中間決算日の市場価格等

に基づく時価法（評価差額

は全部資本直入法により処

理し、売却原価は移動平均

法により算定しておりま

す） 

中間決算日の市場価格等

に基づく時価法（評価差

額は全部純資産直入法に

より処理し、売却原価は

移動平均法により算定し

ております） 

 期末日の市場価格等に基

づく時価法（評価差額は全

部資本直入法により処理

し、売却原価は移動平均法

により算定しております）

(ロ)時価のないもの (ロ)時価のないもの (ロ)時価のないもの 

移動平均法による原価法 同左 同左 

(2）たな卸資産 (2）たな卸資産 (2）たな卸資産 

① 評価基準  原価法 ① 評価基準  同左 ① 評価基準  同左 

② 評価方法  総平均法 ② 評価方法  同左 ② 評価方法  同左 

 但し、販売用不動産について

は個別法 

  

２．固定資産の減価償却の方法 ２．固定資産の減価償却の方法 ２．固定資産の減価償却の方法 

(1）有形固定資産 (1）有形固定資産 (1）有形固定資産 

定率法 

 但し、賃貸ビル関係資産及び

平成10年４月１日以降新規取得

建物（附属設備は除く）につい

ては、定額法を採用しておりま

す。 

 なお、主な耐用年数は以下の

とおりであります。 

建物      15～39年 

機械及び装置  10～12年 

同左 同左 

(2）無形固定資産 (2）無形固定資産 (2）無形固定資産 

定額法 

 なお、自社利用のソフトウェ

アについては、社内における利

用可能期間（５年）に基づいて

おります。 

同左  同左 
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前中間会計期間 
（自 平成17年１月１日 
至 平成17年６月30日） 

当中間会計期間 
（自 平成18年１月１日 
至 平成18年６月30日） 

前事業年度 
（自 平成17年１月１日 
至 平成17年12月31日） 

３．引当金の計上基準 ３．引当金の計上基準 ３．引当金の計上基準 

(1）貸倒引当金 (1）貸倒引当金 (1）貸倒引当金 

 債権の貸倒損失に備えるた

め、一般債権については貸倒実

績率により、貸倒懸念債権等特

定の債権については個別に回収

可能性を検討し、回収不能見込

額を計上しております。 

同左 同左 

(2）退職給付引当金 (2）退職給付引当金 (2）退職給付引当金 

 従業員の退職給付に備えるた

め、当事業年度末における退職

給付債務及び年金資産の見込額

に基づき、当中間会計期間末に

おいて発生していると認められ

る額を計上しております。 

 過去勤務債務は、その発生時

の従業員の平均残存勤務期間以

内の一定の年数（５年）による

定額法により費用処理しており

ます。 

数理計算上の差異は、各事業

年度の発生時における従業員の

平均残存勤務期間以内の一定の

年数（５年）による定額法によ

り、それぞれ発生の翌事業年度

から費用処理することとしてお

ります。 

 同左 従業員の退職給付に備えるた

め、当事業年度末における退職

給付債務及び年金資産の見込額

に基づき計上しております。 

退職金制度改訂に伴い発生し

た過去勤務債務は、その発生時

の従業員の平均残存勤務期間以

内の一定の年数（５年）による

定額法により費用処理しており

ます。 

数理計算上の差異は、各事業

年度の発生時における従業員の

平均残存勤務期間以内の一定の

年数（５年）による定額法によ

り、それぞれ発生の翌事業年度

から費用処理することとしてお

ります。 

(3）役員退職給与引当金 (3）役員退職給与引当金 (3）役員退職給与引当金 

 役員の退職慰労金の支出に備

えるもので、内規に基づく中間

期末要支給額を計上しておりま

す。 

同左  役員の退職慰労金の支出に備

えるもので、内規に基づく期末

要支給額を計上しております。

４．リース取引の処理方法 ４．リース取引の処理方法 ４．リース取引の処理方法 

 リース物件の所有権が借主に移

転すると認められるもの以外のフ

ァイナンス・リース取引について

は、通常の賃貸借取引に係る方法

に準じた会計処理によっておりま

す。 

同左 同左 

５．その他中間財務諸表作成のため

の基本となる重要な事項 

５．その他中間財務諸表作成のため

の基本となる重要な事項 

５．その他財務諸表作成のための基

本となる重要な事項 

消費税等の会計処理 消費税等の会計処理 消費税等の会計処理 

税抜方式によっております。 同左  同左 
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中間財務諸表作成の基本となる重要な事項の変更 

前中間会計期間 
（自 平成17年１月１日 
至 平成17年６月30日） 

当中間会計期間 
（自 平成18年１月１日 
至 平成18年６月30日） 

前事業年度 
（自 平成17年１月１日 
至 平成17年12月31日） 

    ────── 

 

（役員賞与に関する会計基準） 

当中間会計期間より、「役員賞与

に関する会計基準」（企業会計基準

第４号 平成17年11月29日）を適用

している。 

なお、同会計基準の適用に伴う影

響はありません。 

 

（貸借対照表の純資産の部の表示に

関する会計基準） 

当中間会計期間より、「貸借対照

表の純資産の部の表示に関する会計

基準」（企業会計基準第５号 平成

17年12月９日）及び「貸借対照表の

純資産の部の表示に関する会計基準

等の適用指針」（企業会計基準適用

指針第８号 平成17年12月９日）を

適用しております。 

なお、同会計基準の適用に伴う影

響はありません。 

中間財務諸表等規則の改正によ

り、当中間会計期間における中間貸

借対照表の純資産の部については、

改正後の中間財務諸表規則により作

成しております。 

────── 

 

表示方法の変更 

前中間会計期間 
（自 平成17年１月１日 
至 平成17年６月30日） 

当中間会計期間 
（自 平成18年１月１日 
至 平成18年６月30日） 

前事業年度 
（自 平成17年１月１日 
至 平成17年12月31日） 

    ────── 

 

────── （損益計算書関係） 

前事業年度まで区分掲記しており

ました「貸倒引当金戻入額」（当会

計期間は1百万円）は、営業外収益の

総額の100分の10以下となったため、

営業外収益の「その他」に、「貸倒

引当金繰入額」（当会計期間は0百万

円）は、営業外費用の総額の100分の

10以下となったため、営業外費用の

「その他」に含めて表示することに

しました。 
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追加情報 

前中間会計期間 
（自 平成17年１月１日 
至 平成17年６月30日） 

当中間会計期間 
（自 平成18年１月１日 
至 平成18年６月30日） 

前事業年度 
（自 平成17年１月１日 
至 平成17年12月31日） 

（法人事業税における外形標準課税

部分の損益計算書上の表示方法） 

実務対応報告第12号「法人事業税

における外形標準課税部分の損益計

算書上の表示についての実務上の取

扱い」（企業会計基準委員会 平成

16年２月13日）に基づき、当中間会

計期間から法人事業税のうち、付加

価値割及び資本割については、「販

売費及び一般管理費」に含めて表示

しております。なお、当中間会計期

間の「販売費及び一般管理費」に含

まれる事業税は15百万円でありま

す。 

事業税のうち、所得割については、

前中間会計期間及び前事業年度と同

様「法人税、住民税及び事業税」に

含めて表示しております。   

────── （法人事業税における外形標準課税

部分の損益計算書上の表示方法） 

実務対応報告第12号「法人事業税

における外形標準課税部分の損益計

算書上の表示についての実務上の取

扱い」（企業会計基準委員会 平成

16年２月13日）に基づき、当事業年

度から法人事業税のうち、付加価値

割及び資本割については、「販売費

及び一般管理費」に含めて表示して

おります。なお、当事業年度の「販

売費及び一般管理費」に含まれる事

業税は26百万円であります。 

 事業税のうち、所得割については、

前事業年度と同様「法人税、住民税

及び事業税」に含めて表示しており

ます。 
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注記事項 

（中間貸借対照表関係） 

前中間会計期間末 
（平成17年６月30日） 

当中間会計期間末 
（平成18年６月30日） 

前事業年度末 
（平成17年12月31日） 

１．(＊１)有形固定資産の減価償却

累計額は、18,174百万円でありま

す。 

１．(＊１)有形固定資産の減価償却

累計額は、18,416百万円でありま

す。 

１．(＊１)有形固定資産の減価償却

累計額は、18,106百万円でありま

す。 

２．(＊２)担保資産及び担保付債務 

 担保に供している資産は次のと

おりであります。 

２．(＊２)担保資産及び担保付債務

 担保に供している資産は次のと

おりであります。 

２．(＊２)担保資産及び担保付債務

 担保に供している資産は次のと

おりであります。 
 

工場財団 667 

建物 3,204 

土地 107 

投資有価証券 3,108 

計 7,087百万円
  

 
工場財団 627 

建物 3,044 

土地 107 

投資有価証券 5,266 

計 9,046百万円
  

 
工場財団 646 

建物 3,121 

土地 107 

投資有価証券 5,301 

計 9,176百万円
  

 担保付債務は次のとおりであり

ます。 

 担保付債務は次のとおりであり

ます。 

 担保付債務は次のとおりであり

ます。 
 

短期借入金 3,111 

長期借入金 421 

預り保証金 3,957 

計 7,489百万円
  

 
短期借入金 2,750 

長期借入金 421 

預り保証金 3,486 

計 6,657百万円
  

 
短期借入金 1,030 

長期借入金 501 

預り保証金 3,722 

計 5,253百万円
  

３．偶発債務 ３．偶発債務 ３．偶発債務 

 被保証先の銀行借入金及び取引

上の債務に対し、次のとおり債務

保証（連帯保証）を行っておりま

す。 

 被保証先の銀行借入金及び取引

上の債務に対し、次のとおり債務

保証（連帯保証）を行っておりま

す。 

 被保証先の銀行借入金及び取引

上の債務に対し、次のとおり債務

保証（連帯保証）を行っておりま

す。 
 

被保証先 保証先 
保証金額 

（百万円） 

しき島商
事㈱ 

㈱ジャパン
エナジー 

(＊) 138 

従業員 
(4人) 

近畿労働金
庫 

13 

計 151 

  

 

被保証先 保証先 
保証金額

（百万円）

しき島商
事㈱ 

㈱ジャパン
エナジー 

(＊) 168

従業員 
(3人) 

近畿労働金
庫 

5

計 174

  

 

被保証先 保証先 
保証金額

（百万円）

しき島商
事㈱ 

㈱ジャパン
エナジー 

(＊) 184

従業員 
(4人) 

近畿労働金
庫 

12

計 196

  
（注）(＊)は仕入契約に係る債務に

対する取引保証であります。 

（注）(＊)は仕入契約に係る債務に

対する取引保証であります。 

（注）(＊)は仕入契約に係る債務に

対する取引保証であります。 

４．消費税等の取扱い ４．消費税等の取扱い ４．   ────── 

 仮払消費税等及び仮受消費税等

は、相殺のうえ、金額的重要性が

乏しいため、流動負債の「その他」

に含めて表示しております。 

同左  
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（中間損益計算書関係） 

前中間会計期間 
（自 平成17年１月１日 
至 平成17年６月30日） 

当中間会計期間 
（自 平成18年１月１日 
至 平成18年６月30日） 

前事業年度 
（自 平成17年１月１日 
至 平成17年12月31日） 

１．(＊１)営業外収益のうち重要項

目 

１．(＊１)営業外収益のうち重要項

目 

１．(＊１)営業外収益のうち重要項

目 
 

受取利息 8百万円
  

 
受取利息 6百万円

  

 
受取利息 19百万円

  
２．(＊２)営業外費用のうち重要項

目 

２．(＊２)営業外費用のうち重要項

目 

２．(＊２)営業外費用のうち重要項

目 
 

支払利息 46百万円

固定資産除却損等 15百万円
  

 
支払利息 39百万円

固定資産除却損等 11百万円
  

 
支払利息 89百万円

固定資産除却損等 93百万円
  

３．減価償却実施額 ３．減価償却実施額 ３．減価償却実施額 
 

有形固定資産 411百万円

無形固定資産 46百万円
  

 
有形固定資産 399百万円

無形固定資産 51百万円
  

 
有形固定資産 856百万円

無形固定資産 97百万円
  

 

（中間株主資本等変動計算書関係） 

当中間会計期間（自 平成18年1月1日 至 平成18年6月30日） 

自己株式の種類及び株式数に関する事項 

 前事業年度末 

株式数（株） 

当中間会計期間 

増加株式数（株） 

当中間会計期間 

減少株式数（株） 

当中間会計期間末 

株式数（株） 

普通株式 （注） 590,970 992 － 591,962 

合計 590,970 992 － 591,962 

（注）普通株式の自己株式の株式数の増加992株は、単元未満株株式の買取りによる増加であります。 

前中間会計期間末 
（平成17年６月30日） 

当中間会計期間末 
（平成18年６月30日） 

前事業年度末 
（平成17年12月31日） 

５．   ────── ５．   ────── ５．期末日満期手形の会計処理につ

いては、当期の末日は金融機関の

休業日であったが、満期日に決済

されたものとして処理しており、

その金額は、次のとおりでありま

す。 

  
 

受取手形 264百万円
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（リース取引関係） 

前中間会計期間 
（自 平成17年１月１日 
至 平成17年６月30日） 

当中間会計期間 
（自 平成18年１月１日 
至 平成18年６月30日） 

前事業年度 
（自 平成17年１月１日 
至 平成17年12月31日） 

(1）借手側 (1）借手側 (1）借手側 

① リース物件の所有権が借主に

移転すると認められるもの以外

のファイナンス・リース取引 

① リース物件の所有権が借主に

移転すると認められるもの以外

のファイナンス・リース取引 

① リース物件の所有権が借主に

移転すると認められるもの以外

のファイナンス・リース取引 

(イ)リース物件の取得価額相当

額、減価償却累計額相当額及

び中間期末残高相当額 

(イ)リース物件の取得価額相当

額、減価償却累計額相当額及

び中間期末残高相当額 

(イ)リース物件の取得価額相当

額、減価償却累計額相当額及

び期末残高相当額 
 

 
取得価額
相当額 
(百万円) 

減価償却
累計額相
当額 
(百万円)

中間期末
残高相当
額 
(百万円) 

工具器具
備品 

14 13 1 

合計 14 13 1 

  

 

 
取得価額
相当額 
(百万円)

減価償却
累計額相
当額 
(百万円)

中間期末
残高相当
額 
(百万円)

工具器具
備品 

5 5 －

合計 5 5 －

  

 

 
取得価額
相当額 
(百万円)

減価償却
累計額相
当額 
(百万円)

期末残高
相当額 
(百万円)

工具器具
備品 

5 4 0

合計 5 4 0

  
 なお、取得価額相当額は、未経

過リース料中間期末残高が有形固

定資産の中間期末残高等に占める

割合が低いため、支払利子込み法

により算定しております。 

同左  なお、取得価額相当額は、未経

過リース料期末残高が有形固定資

産の期末残高等に占める割合が低

いため、支払利子込み法により算

定しております。 

(ロ)未経過リース料中間期末残

高相当額 

(ロ)未経過リース料中間期末残

高相当額 

(ロ)未経過リース料期末残高相

当額 
 

１年内 1百万円

１年超 －百万円

合計 1百万円
  

 
１年内 －百万円

１年超 －百万円

合計 －百万円
  

 
１年内 0百万円

１年超 －百万円

合計 0百万円
  

 なお、未経過リース料中間期末

残高相当額は、未経過リース料中

間期末残高が有形固定資産の中間

期末残高等に占める割合が低いた

め、支払利子込み法により算定し

ております。 

同左  なお、未経過リース料期末残高

相当額は、未経過リース料期末残

高が有形固定資産の期末残高等に

占める割合が低いため、支払利子

込み法により算定しております。

(ハ)支払リース料及び減価償却

費相当額 

(ハ)支払リース料及び減価償却

費相当額 

(ハ)支払リース料及び減価償却

費相当額 
 

支払リース料 1百万円

減価償却費相当額 1百万円
  

 
支払リース料 0百万円

減価償却費相当額 0百万円
  

 
支払リース料 1百万円

減価償却費相当額 1百万円
  

(ニ)減価償却費相当額の算定方

法 

(ニ)減価償却費相当額の算定方

法 

(ニ)減価償却費相当額の算定方

法 

 リース期間を耐用年数と

し、残存価額を零とする定額

法によっております。 

同左 同左 
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（有価証券関係） 

 前中間会計期間、当中間会計期間及び前事業年度のいずれにおいても子会社株式及び関連会社株式で時価

のあるものはありません。 

 

（１株当たり情報） 

前中間会計期間 
（自 平成17年１月１日 
至 平成17年６月30日） 

当中間会計期間 
（自 平成18年１月１日 
至 平成18年６月30日） 

前事業年度 
（自 平成17年１月１日 
至 平成17年12月31日） 

１．１株当たり純資産額 
560円69銭 

１．１株当たり純資産額 
675円82銭

１．１株当たり純資産額 
658円92銭

２．１株当たり中間純利益金額 
26円76銭 

２．１株当たり中間純利益金額 
24円03銭

２．１株当たり当期純利益金額 
31円58銭

なお、潜在株式調整後１株当たり

中間純利益金額については、潜在株

式が存在しないため記載しておりま

せん。 

なお、潜在株式調整後１株当たり

中間純利益金額については、潜在株

式が存在しないため記載しておりま

せん。 

なお、潜在株式調整後１株当たり

当期純利益金額については、潜在株

式が存在しないため記載しておりま

せん。 

 （注） １株当たり中間（当期）純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。 

 
前中間会計期間 

(自 平成17年１月１日
至 平成17年６月30日)

当中間会計期間 
(自 平成18年１月１日
至 平成18年６月30日)

前事業年度 
(自 平成17年１月１日
至 平成17年12月31日)

中間（当期）純利益（百万円） 626 554 755 

普通株主に帰属しない金額(百万円) － － 20 

（うち利益処分による役員賞与金

（百万円)） 
(－) (－) (20) 

普通株式に係る中間（当期）純利益（百
万円） 

626 554 735 

普通株式の期中平均株式数（株） 23,400,159 23,055,360 23,295,449 

 

 

前中間会計期間 
（自 平成17年１月１日 
至 平成17年６月30日） 

当中間会計期間 
（自 平成18年１月１日 
至 平成18年６月30日） 

前事業年度 
（自 平成17年１月１日 
至 平成17年12月31日） 

② オペレーティング・リース取

引 

② オペレーティング・リース取

引 

② オペレーティング・リース取

引 

未経過リース料 未経過リース料 未経過リース料 
 

１年内 33百万円

１年超 52百万円

合計 86百万円
  

 
１年内 32百万円

１年超 52百万円

合計 84百万円
  

 
１年内 32百万円

１年超 36百万円

合計 69百万円
  

(2）貸手側 (2）貸手側 (2）貸手側 

オペレーティング・リース取引 オペレーティング・リース取引 オペレーティング・リース取引 

未経過リース料 未経過リース料 未経過リース料 
 

１年内 844百万円

１年超 2,918百万円

合計 3,763百万円

 
１年内 829百万円

１年超 1,992百万円

合計 2,822百万円

 
１年内 826百万円

１年超 2,380百万円

合計 3,206百万円
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